令和2年度 経済産業省 委託事業

KPMGジャパン 主催

中堅・中小企業向け税務セミナー

進出先国税制等に係る
情報提供セミナー
国際展開を行う多くの日系企業にとって国際税務への適切な対応は、海外企業との競争に打ち
勝ち、企業価値を向上させるために必要不可欠になっています。このためには進出先国の税制
の理解が必要であり、本邦の税制の理解も重要となります。
本セミナーでは、以下の４つのテーマについて、事例を盛り込みつつ、簡潔に解説し、参加企
業の皆様の海外進出の参考になる情報提供を行います。

受講

料

①国際税務の基礎

②移転価格税制の基礎

③進出先国税制（移転価税制含む）

④日本企業が進出先国で実際に経験した国際課税問題等についてのアンケート＆
ヒアリング調査結果

視聴時間
配信期間
プログラム

第1回

第2回

全23回

1プログラムあたり
40~60分 程度

2021年2月1日（月）～ 2月28日（日）

※録画配信。期間中何度でもご覧いただけます。部分視聴も可能です。

移転価格税制基礎

各国税制（20ヵ国・地域）

第3回~
第22回

アジア
南米

第23回

その他

アイルランド、オランダ、
ドイツ、フランス、米国、英国

インド、インドネシア、韓国、
シンガポール、タイ、台湾、中国、
フィリピン、ベトナム、マレーシア、
ミャンマー
ブラジル

オーストラリア、メキシコ

日本企業が進出先国で実際に経験した国際
課税問題等のアンケート＆ヒアリング調査結果

本セミナーへのお申込みはこちら

itax-seminar.go.jp

オンラインセミナー

（オンデマンド配信）
視聴方法

視聴用URLは、配信開始日に、お申込み
登録いただいたアドレス宛にメールにて
お知らせします。
※メールはドメイン名
「@mail.gigacast.tv」で配信されます。

国際税務基礎

欧米

開催概要

無料

※オンラインセミナーの参加にあたっては、
お申込みいただく方ご自身がお持ちのメール
アドレスが必要です。共有メールアドレスは
ご使用になれませんのでご了承ください。

※本セミナーは、ロゴスウェア(株)のGigaCastを用い
て動画配信をおこないます。

受講料

無料

言語

日本語

本セミナーの主な対象

企業経営・マネジメント層
経営企画ご担当者
経理・税務ご担当者等

お問合せ先

運営受託：KPMG税理士法人
担当：岩永・三谷
T：03-6229-6812
E：info@ itax-seminar.go.jp
受付時間：月~金9:00~17:00

※土日・祝日、年末年始休暇（12/29~1/4）を除く

※内容および講師等は変更される場合がござ
います。あらかじめご了承ください。
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講師略歴

吉岡 伸朗

よしおか のぶあき

KPMG税理士法人

M&A ／
グローバルソリューションズ
パートナー

須崎 洋介

すざき ようすけ

KPMG税理士法人

国際事業アドバイザリー
（移転価格サービス）
パートナー

中宇根 幹夫

なかうね みきお

KPMG税理士法人

国際事業アドバイザリー
（移転価格サービス）
パートナー

広海渡 学

ひろかいと まなぶ

KPMG税理士法人

国際事業アドバイザリー
（移転価格サービス）
シニアマネジャー

2001年KPMGピートマーウィック税務部門
（現KPMG税理士法人）
に入所し、現在は国内およ
びクロスボーダー M&A案件等に係る国際税務アドバイザリー業務
（税務デューデリジェンス、
ストラクチャリング、税務モデリング、SPAレビュー等）
や海外多国籍企業の日本進出に係る
税務アドバイザリー業務などに従事。
専門分野は、米州、欧州およびアジア諸国をはじめとする多国間にまたがる税務アドバイザ
リー、海外中間持株会社、海外金融会社等に関する国際税務アドバイザリー、クロスボーダー
M&A取引、グループ内組織再編に係る税務アドバイザリー、グローバル税務ガバナンス体制
構築に係る税務アドバイザリーなど。KPMGジャパンにおけるインド事業室及びオーストラリ
アデスクの税務責任者を担当。
2001年アーサーアンダーセン
（現KPMG税理士法人）
東京事務所に入所後、日本企業、外資系
企業に対して移転価格税制を中心とした国際税務および企業再編に関する税務コンサルテー
ション等、並びにファイナンス分野を主とした企業価値算定および経済分析等のアドバイザ
リーサービスを提供している。2012年9月から2014年9月までKPMGニューヨーク事務所に赴
任し、日系企業・多国籍企業問わず全般的に移転価格、国際税務等の業務に関与してきた。

更に、税務調査の他に事前確認
（APA）
、相互協議等のサポート業務を通じて日米を中心とし
た各国税務当局との豊富な交渉経験を有する。

日系・外資系を問わず、各種製造業、小売業、食品、メディア、エンターテイメント、デジタル、
IT業界、銀行、証券、保険等をはじめとする各種金融機関等、幅広い業種・顧客層に対してサー
ビスを提供している。
2019年秋よりKPMG税理士法人国際事業アドバイザリーに参画し、移転価格関係の業務に
関与。30年余にわたる国税庁勤務の間、主に国際租税分野のポストを歴任し、移転価格をは
じめとする国際課税、事前確認
（APA）
、相互協議、情報交換など、幅広い実務を経験している。

OECD租税委員会の議論にも長年関わり、OECD出向時代には
「税の競争」
プロジェクトの担
当事務局員として、その後はOECD租税委員会の各種会合に我が国当局代表として参画した。
特にWorking Party No.6
（移転価格作業部会）
では、運営の方向性を決めるインナー・グループ
（「ビューロー」）のメンバーを数年にわたり務め、無形資産取引など、さまざまなテーマの
「移転価格ガイドライン」策定に貢献した。
国内の税理士法人にて、上場会社、非上場会社、並びに個人に対する税務申告支援、及び
企業再編、連結納税導入における税務プランニングなど幅広い税務サービスに従事。

2009年にKPMG税理士法人国際事業アドバイザリーに入所後、電子部品・自動車製造業・
製薬品製造業・商社・小売業・水産業・エンターテインメント・運輸業・化学メーカー等の様々
な業種に対して、移転価格プランニングのサポート、事前確認・移転価格調査に係る税務当
局対応サポート・税務ガバナンス対応等を中心としたアドバイザリー業務に関与。

セミナー視聴について

①

配信開始日に、ご登録いただいている
アドレス宛に
「参加方法のご案内」
メールを
お送りします。

※メールはドメイン名
「@mail.gigacast.tv」
で配信されます。

（セミナー名、開催日時、参加方法、視聴用URL、
セミナー資料をご案内します。
）

②

視聴用URLに
アクセスし
セミナーを
ご覧ください。

③

配信期間中
何度でもご覧
いただけます。
また、部分視聴
も可能です。

④

本セミナーは、
ロゴスウェア
（株）
のGigaCastを
用いて動画配信
をおこないます。

【お問合せ】

※ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（home.kpmg/jp/privacy）
に基づき必要かつ適切な安全管理措置を講じ、本セミナー実施に必要な場合を除き利用するこ
とはございません。別途、ご同意を頂いた場合を除きます。※なお、本セミナーはロゴスウェア株式会社のGigaCastを用いて動画配信を行うため、ご提供いただく個人情報
（社名、氏名、Eメールアドレス）
をGigaCastへ登録させていただきます。
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